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　皆様にご挨拶いたします。
　336B 地区キャビネットは今まさに座礁寸
前です。破綻回避のための経費削減を行い
組織改善をしなければならない。事務局の
移転はその第一歩。立派で威厳のある事務
局より、継続できる質素な事務局であって
も、我々の活動が地域の奉仕活動の旗艦と
なり、市民の尊敬を集める組織であり続け
る事のほうが重要と考えます。そこに我々の
ステータスの根拠を求めたい。
　今この危機の時新コロナウイルスの経済
へのダメージが会員の経営に大きな暗雲を
もたらしています。この事態にどのくらい会
員が影響を受けるのかを考えると胸が痛く
なります。会員の皆様におかれましてはくじ
けることなくピンチをチャンスに変えていた
だきたい。
　私がやりたいことはラオンズクラブ 336B
地区や複合地区、さらに日本ライオンズクラ
ブの道理と正義と倫理の復刻です。ライオ
ンズクラブが市民の尊敬を集め、活動を通
して地域社会を健全な社会に導くこと。100
年後の世界がまっとうな社会として存在する

ため、鳥取・岡山から新たな第一歩を踏み
出すことです。
　世界が平和になる第一歩は、皆さんご自
身の事業を成功に結び付け、その中の少し
の浄財を少しずついただき、これを原資に
使い仲間と力を合わせて大きな活動の原動
力にするライオンズクラブの活力の回復であ
ります。この一歩を踏み出したい。ともに来
るべき未来の時代に歩みだしてほしい。そ
して市民の皆様から尊敬を集める組織に立
て直すことがやるべき事です。そして、若き
会員の事業が成功に導びかれることに対し
て、そして地域の奉仕の息吹に対して、先
輩皆様のエネルギーをお使いいただくことを
お願い申し上げます。
　100 年後、今この世界にいるほとんどの
人間は、私はもちろん、私の子も孫もいなく
なっているかもしれません。その来るべき時
代に、ライオンズクラブのライオニズムの精
神が残る社会を、世界に残しておきたいと
考えませんか。次の 100 年に向けて小さな
一歩を始めたいと思います。そのことに皆さ
んの賛同と協力を頂きたい。

３３６－B地区ガバナー 就任のご挨拶

地区アクティビティ・スローガン		地域と共に『We　Serve』
地区ガバナー・スローガン	 『チャレンジ‼　新たな時代に輝け‼』
地区ガバナー・キーワード	 『良知』『敢為』『知行合一』
鳥取久松LC会長スローガン	『心をひとつに　地域へ奉仕』

Ｌ 金 礪　毅３３６－ B地区ガバナー
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　このたび、2020 −2021 年度第二副地区
ガバナーとしてご承認を賜りました。
　いよいよこれからキャビネットの中枢を担
う一員としての役目が始まるんだという何か
ワクワクした思いとは裏腹に、自分に課せら
れた責任の重さに得体の知れない緊張感を
感じています。
　私は入会以来、今日に至まで積極的に幅
広く様々な役目を経験させてもらった結果、
クラブ内はもとより、他クラブや他地区の方々
との交流が生まれ、コミュニティの裾野が
広がり、その結果、数多くの新しい発見や
気づきを得ることができました。
　これは、私にとってほんとうに素晴らし
い“財産”であり、同時にライオンズクラブ
に入会したからこそ経験でき得た事でもあ
り「入会して良かった」と心から満足してい
ます。併せて、これからのライオンズをけん
引する若い世代の方々にも個々の目標に向っ
て、研鑽を積んでもらいたいと常に思ってお
ります。
　昨今のライオンズクラブは、会員の高齢化
や新規入会者の減少、定着率の低下による
会員数の減少と運営資金不足、奉仕活動の
マンネリ化等、多くの共通の課題を抱えてい
ます。

　これらを解決し次なるステップに向ってい
くためには、現メンバーの意識改革はもとよ
り、「少子高齢化」という現実の中で、若
い年代層を中心とした新規入会を促進する
事が重要であると思います。その実現のた
めには、メンバーが一丸となり、ほんの少
しの“知恵”と“心”と“体力”を使い、ラ
イオンズクラブが奉仕活動を通じて地域社
会に認められること、メンバーにとって魅力
のある、楽しいクラブであること、ライオン
ズクラブに入会したいと思われ、入会してよ
かったと感じるようなクラブ環境づくりを行
なう事が重要であり、併せて夫々のクラブ、
ゾーン、地域がキャビネットを中心として『We 
Serve』のモットーを達成すべく、楽しい《ワ
ン・チーム》にならなければ、己の前に道
は開かないと思っております。
　これらクラブや地区が抱える課題を解決
し、ライオンズクラブ国際協会 336-B 地区
が益々発展し、新たな時代に輝けるように、
多様化する現代社会の中で、時代の変化
に順応しつつ、まずは地区ガバナー、第一
副地区ガバナーのサポートをしっかりとこな
し、最大限の努力をしてまいりたいと考えて
おります。
　よろしくお願い致します。

< 組織の変化 >
　今回、336-B 地区内で組織に変更がござ
いました。336-B 地区に7年ぶり! 『リジョン・
チェアパーソン』が復活致します。
　それに伴いまして、今年度 7R（1Z・2Z）
の重責を負うこととなりました。2014 年〜地
区委員（環境）、2017 年〜地区役員（7R-1Z・
ZC）の経験の中で会員皆様に幅広く接する
機会を与えて頂き現在の私があります。
　今年度は、この経験を基にリジョン・チェ
アパーソンの職務を遂行し、7R の運営に

当たると共に 1Z、2Z のゾーン・チェアパー 
ソンと手を結び協議し、協力して諸問題に
取り組んで参ります。
　7R の意見をしっかりとガバナーへ伝達し
又、ガバナーよりの方針を1Z・2Z の方々に
わかりやすくお伝え出来る様に一生懸命橋
渡しを致します。
< 情勢の変化 > 
　近々の課題に新型コロナウイルス感染症
問題があります。突然の発生で長期化が 
予想されます。今年 7 月のスポーツの祭典 

第二副地区ガバナー 就任のご挨拶

７Ｒ－リジョン・チェアパーソン 就任のご挨拶

Ｌ 西尾 愼一 （鳥取 LC所属）

Ｌ 島田 政徳 （鳥取砂丘 LC所属）7Rー RC

第二副地区ガバナー
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　この度、336B地区 7R−1Zのゾーンチェア 
パーソンの重責を引き受けることになりまし
た、鳥取千代ライオンズクラブ所属の片山武
夫です。
　今年度受けられた金礪　毅地区ガバナー
の地区アクティビティ・スローガンは「地域と
共に　『WE　SERVE』」です。地域に存
在する奉仕団体とのコミュニケーションをと
りながら、ライオンズクラブの社会奉仕活動
を進めて行きましょう。地区ガバナー・スロー
ガンは『チャレンジ !!　新たな時代に輝け !!』
です。時代の変化に対応する為に新たなチャ
レンジをしてみよう。地区ガバナー・キーワー
ドは『良知』『敢為』『知行合一』です。知

　2020−2021 年度 336-B 地区 7R LCIF・
アラート委員に任命されました。今まで 
地区委員としての活動経験はなく、初め
ての取り組みとなりますが興味津々です。 
個人的には、数年前から地区のコミュニ
ティー活動の一環として、防災活動を考える
ようになり、防災士の資格を取得して昨年
から実際に地区の防災活動に参加していま
す。このような事から、アラート委員として
の活動は、タイミングが良かったのかなと思
う次第です。
　6 月上旬に、次期ガバナー及び次期委
員長より方針伝達会議が開催されました。 
私は、「WEB 会議」形式で参加をしました
が、画像が静止状態になったり音声が途切

識や行為などをぶれる事なく、アクティビティ
を実行しようと掲げられました。
　新型コロナウイルス感染が広まり、第一
回次期 RC・ZC 研修会や、第二回次期地
区委員長会議並びに各委員会全体会議も
中止になりました。そんな中、スマートフォ
ンによる通信が行われるようになりつつあ
ります。私はまだゾーンチェアパーソンの 
役目が解らない所がありますが、1 年間の
責務をやり遂げたいと思います。6 クラブの
運営方針など重視しながら皆様方の温かい
ご意見やご指導を頂ながら頑張りますので、
お手柔らかにご支援のほど宜しくお願い 
致します。

れることもあり、残念ながら肝心なアラート
委員長の方針はほとんど聞き取れませんで
した。7 月中旬には、第 1 回キャビネット会
議が開催され、同様に「WEB 会議」形式
で参加をしましたが、通信状況は若干改善
されはしたものの、臨場感はなく雰囲気を
感じ取ることも出来ませんでした。次回は、
必ず現地参加したいと思った次第です。
　毎年、各地で大災害が発生する環境下と
なりました。それぞれの立場で、何が出来
るか日頃から考えておくことの必要性を強く
感じております。
　皆様のご協力を頂きながら、一年間取り
組んで参ります。どうぞよろしくお願いいた
します。

「東京オリンピック」で国内が沸いている
はずの時に、このような惨事は誰も予想で
きなかった事です。クラブ会員の皆様も例
会並びに会議の中止等々戸惑いが発生し、 
先が見えない状況にあります。
　今や 7R 鳥取、倉吉地区も高齢化と人口
減少が厳しい中でライオンズクラブの活
性化、活動、組織の維持更に、発展への

足掛かりを見つけるのは喫緊の課題でもあ
ります。この度、我が 7R より西尾愼一氏が
待望の 2022 年地区ガバナーを目指して頑
張っておられます。皆様と共に盛り上げてい
けたらと思っております。
最後になりましたが、この一年間皆様のご
支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

７Ｒ－１Ｚゾーンチェアパーソン 就任のご挨拶

地区LCIF・アラート委員 就任のご挨拶

Ｌ 片山 武夫 （鳥取千代ＬＣ所属）

Ｌ 宮部 文雄

7R － 1Z・ZC

地区 LCIF・アラート委員
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　この度 鳥取久松ライオンズクラブ会長を
拝命いたしました松下稔彦です。まだまだ
未熟な若輩者の私ではありますが、諸先輩
方をはじめ皆様のお力をお借りしまして会長
の職務を全うする所存です。どうかよろしく
お願いいたします。
　今年のスローガンは「心をひとつに　 
地域へ奉仕」とさせていただきました。我
がクラブは現在少人数ではありますが、だ
からこそ皆で心をひとつにして協力していく
姿勢が大切だと感じております。
　現在、新型コロナウイルスにより、例会の

開催さえままならない状況です。
　本来なら、今年度はクラブ創立 50 周年と
いう記念すべき年であり盛大にお祝いをす
る予定でありましたが、先の見通せない状
況の中、やむなく延期という決断をさせて
いただきました。閉塞感漂う中ではあります
が、こんな時こそポジティブに、我がクラブ
にできること地域のためにできることを考え
ながら一年間頑張っていきたいと思います。
　皆様の力強いご協力をお願いして就任の
ご挨拶とさせていただきます。

会長就任あいさつ
Ｌ 松下 稔彦会 長

　この度、第一副会長に就任いたしました。
確か 2 回目の就任と思いますが、初心に帰
りこの職を遂行したいと思います。会則にあ
るように「何らかの理由で会長が任務を遂
行できない場合、副会長は会長の職務を果
たし・・・」とあるようにその重要性を再認
識しているところです。
　今回のコロナ禍で世界中のライオンズクラ

ブの活動は大幅に制限され、わがクラブで
も例会、アクティビティーが中止、延期にな
るなど大きな影響が生じています。
　このような困難な時期ではありますが、 
会員が気持ちを一つにして頑張っていき 
ましょう。
　一年間よろしくお願いします。

第一副会長就任あいさつ
Ｌ 高 岡　繁第一副会長

　昨年度の第一副会長に続き、今年度は第
二副会長を務めることになりました。今年
で節目となる結成 50 周年を迎える歴史ある

「久松ライオンズクラブ」です。次の 50 年に
向けて新たな歩みを力強くスタートしたいと
思います。私事で恐縮ですが、50 年前の私
はビートルズやらレッドツェペリンといった洋
楽をこよなく愛する生意気盛りの中学生でし
た。時の経つのは早いもので、今ではすっ
かり角が取れて、穏やかな（?）お腹周りが

気になる酒好きの“オッサン”になってしま
いました。諸先輩方から見ればまだまだ未
熟者の私ですが、皆様方の協力を頂きなが
ら務めを果たしてまいりますのでよろしくお
願いします。新型コロナウイルス感染症の影
響で色々な活動に制約がありますが、松下 
新会長の下『心をひとつに 地域へ奉仕』の
スローガンの実現に向けて頑張っていきま
しょう。

第二副会長就任あいさつ
Ｌ 武田 行雄第二副会長
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　2020 〜 2021 年度鳥取久松 LC の幹事を 
新役員選挙会にて仰せつかり、引き受ける
ことになりました。幹事役は L 戸田の会長
時以来 2 度目ですが、松下会長のスロー 
ガン「心を一つに　地域へ奉仕」の実現す
ることに少しでも多くお役に立てればと心新
たにしています。クラブの皆様のご協力を 
お願い致します。
　幸い今年度は 3 名の新会員に入会して 
頂き、感謝しています。クラブの伝統に新し

い価値を投入して頂けると期待しています。
　とは言え、春先からのコロナ感染禍によ
る経済活動の低迷又縮小、さらには異常気
象による各地域の豪雨災害の発生もあり、
いずれも長期的な視野に立って対応すること
が必要と予想されます。又、外出の自粛か
らくる生活環境の変化から今迄考えられな
かった問題も定義されています。このような
社会の状況などを見極めながらクラブとして
考えていきたいと思います。

幹事就任あいさつ
Ｌ 橋本 和憲

　今年度、会計を受けることになりました。
よろしくお願い致します。
　鳥取久松ライオンズクラブが誕生して 50
年となる節目の年ですが、新型コロナウイ
ルスの発生により世界中が感染の危機に
さらされています。東京オリンピックの延
期、また、諸会合の延期、縮小、中止と
感染拡大防止対策に色々な策がとられて 
いる中、我がクラブの周年事業も先が見え
ません。一日でも早く終息の声が出てきてほ
しいものです。鳥取久松ライオンズクラブも
クラブ員の減少と平均年齢も上がってきて、 

運営状況、活動状況にも無理が生じてきて
います。
　毎年苦しい予算の中、運営に当たって
きています。これからの時代このような集
団的な活動は段 と々難しくなってくると思い
ますが、地球温暖化現象により災害等も
増えてくると思いますし若い人の力も必要と
なってきます。人と人とのつながりを大事
にし「We　Serve」の元に目標最低 30 人 
以上のクラブ員をめざして今年も頑張り 
ましょう。

会計に就任して
Ｌ 福田 正美会 計

幹 事

　本年７月から、久松ライオンズクラブに加入
させていただき、入会式では、格調高い厳か
な雰囲気に飲まれながらも、なんとか宣誓の
言葉を言うことができましたが、今まで経験
のない特別な世界にいるような感覚で、うまく
やっていけるかどうか不安でした。
　しかし、２回目の例会兼交流会で、メンバー
の皆さんに気さくに話かけていただき、未知
への不安も払底することができました。
　とりわけ、今年は当クラブの認証 50 周年
とのことで、記念事業の式典・祝宴委員会に

配置され、事業の実施についてあれこれと考
えることも楽しい経験をさせてもらっていると
思います。残念ながら、新型コロナウィルスの
影響で、事業延期となっていますが、実施に
向け僅かでも貢献できればと思っています。
　この歳になるまで、社会に奉仕し、万人の
ために努力をするといった生き方について、ど
こか「面はゆい」ことを理由にして考えること
自体を避けてきましたが、「ライオンズ入会」
を人生でやり残した仕事をやり遂げる機会と
考え、頑張っていきたいと思います。

鳥取久松ライオンズクラブに入会して
Ｌ 秋山 光行
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鳥取久松ライオンズクラブ
鳥取市川端2丁目125 鳥取県不動産会館3F
☎（0857）23-6830　Fax（0857）23-4908
kyusholc@hal.ne.jp
松下 稔彦
橋本 和憲
吉川 利雄
第２・第４木曜日  12:20～13:20
白兎会館　
鳥取市末広温泉町556  ☎（0857）23-1201

■
■
 
■
■
■
■
■
■

発 行
事 務 局
　 　 　
E - m a i l
会 長
幹 事
ＭＣ委員会委員長
例 会 日
例 会 場

あ  と  が   き

　ご挨拶いただきました皆様が中で、新型コロナウイルス 
感染症がクラブ活動に及ぼしている悪影響と会員減少に 
よる運営の困難さを克服しようとの発言がありました。
　我がLCも入会者より退会者の数が年々上回り会員30人 
以下が暫く続いていましたが、嬉しい事に7月第一・8月第二
例会で3人の新メンバーを迎え「We  Serve」。50周年催事
計画も前進出来ないのが現状ですが、諸先輩の足跡を汚す
ことなく、全員協力で会員増強に邁進して行きましょう。

（ＭＣ委員会委員長　L 吉川 利雄）

　このたび、L 上杉と L 松下会長にお声をか
けていただき、入会させていただくことになり
ました。どうぞよろしくお願いします。
　7 月 9 日、入会式と引き続き行われた例会
に参加させていただきました。私は、そこで
大きなカルチャーショックを受けました。ゴン
グで始まりゴングで終わること、用語が横文
字であること、そして「ウィサーブ !」「ウォー !」
と雄叫びを上げることなど初めてのことばかり
でビックリでした。一日も早く慣れていきたい
と思います。
　今、世界中で新型コロナウイルス感染症が

　このたび福田正美様のご紹介により、歴史と
伝統ある鳥取久松ライオンズクラブに入会させ
ていただきました津川裕史です。入会に際しま
しては、多くの諸先輩方に温かく迎えていた
だき、心より御礼申し上げます。どうぞ宜しく
お願いいたします。
　ライオンズクラブへの入会は自分とは縁遠
いものだと考えておりましたので、このような 
機会に恵まれて、とても光栄に思っております。
今後は、ライオンズクラブの目的などにあり 
ますように、地域社会に積極的に関心を示し、
知性を高め社会奉仕に精進いたします。昨今、

猛威を振るっています。私たちの日常生活や
経済活動にも大きな影響を及ぼしており、早
期の終息を願うばかりです。私は、このような
大変な時だからこそ、ライオンズクラブのモッ
トー「We Serve( われわれは奉仕する )」の
精神や実践がより一層大切になってくるのだろ
うと思います。
　私自身は、まだまだ新米でどのような活動
ができるかわかりませんが、社会貢献に参加
していけるよう努力していきたいと思います。
先輩諸氏のご指導・ご鞭撻をいただきますよ
うお願いします。

今までの常識などが揺らいでいる世界にお 
いて、友愛と相互理解はとても重要であり、
大きく環境が変わっても最終的な拠り所は、
人と人との繋がりであると私は考えており 
ます。考えているだけではなく、誰かのため
に社会奉仕を実践できる貴重な環境を頂き 
ましたので、その役割を果たして参ります。
　鳥取久松ライオンズクラブの歴史と伝統に
恥じぬよう精進して参る所存ですので、諸先
輩方のご指導、ご鞭撻の程、何卒宜しくお願
いいたします。

鳥取久松ライオンズクラブに入会して

鳥取久松ライオンズクラブに入会して

Ｌ 田中 利明

Ｌ 津川 裕史
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